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｜ 問題表紙 ｜ 

。問題用紙が 8 ページあることを試験開始直後に確認しなさい。

。解答用紙が_L枚綴りが~一組あることを試験開始直後に確認しなさい。

志望教員名 必ず受験する科目 選択する科胃

（建築史） 建築歴史学 建築計画学，都市計画学，環境工学，建築構造学，

小岩正樹 建築生産学，数学，設計製図のうち4科目

中谷礼仁
（建築計画） 建築計画学 建築歴史学，都市計画学，環境工学，建築構造学，

渡漫大志 設計製図 建築生産学，数学のうち 3科目
山村健・古谷誠章
小林恵吾
古谷誠章・藤井由理
古谷誠章・赤坂喜顕
吉村靖孝・古谷誠章
（都市計画） 都市計画学 建築歴史学，建築計画学，環境工学，建築構造学，

後藤春彦 設計製図 建築生産学，数学のうち 3科目

有賀隆
矢口哲也
有賀隆・内田奈芳美
（建築環境） 環境工学 建築歴史学3 建築計画学，都市計画学，建築構造

長谷見雄三・因遺新一 学，建築生産学，数学，設計製図のうち4科目

因遺新一
高口洋人
（建築構造） 建築構造学 建築歴史学，建築計画学，都市計画学，環境工学3

西谷章・前田寿朗 建築生産学，数学，設計製図のうち4科目

前田寿朗
山団 員・前回寿朗
早部安弘
（建築生産） 建築生産学 建築歴史学，建築計画学，都市計画学，環境工学，

小松幸夫・輿石直幸 建築構造学，数学，設計製図のうち4科目

輿石直幸
輿石直幸・石田航星

［注意事項1
1.出題された 8科目の中から 5科目を選択しなさい。ただし，上表の通り志望研究指導ごとに必ず受験す

る科目，および選択する科目が定められている。（Select5 subjects spec出edfor the research 

instruction of your intention) 
2.選択した 5科目の解答用紙のみ，所定の欄に，受験番号・氏名・志望教員名を記入しなさい。（Write

examinee’s number, name and professor’s name in the answer sheets of the five subjects) 

3.以下を満たしていない解答用紙は無効とする。
( 1) 解答用紙は各科目に対応したものを使用し，指定された場所に解答すること。

( 2) 解答用紙は表面のみを使用し，裏面を使用しないこと。

( 3) 解答用紙の受験番号，氏名欄以外に受験者を特定し得る情報を記入しないこと。



No.巴／ 回
2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建築学専攻

科目名： 建築歴史学

一日
1. ギリシャ神殿建築とローマ建築との構造上の大きな違いは，前者が木造構法を起源とした柱梁式（楯

式）構造，後者がアーチを基本としたヴオ）ルト・ドーム（青盛）構造ということである。その場
ぷb、
口，

・それぞれに内在する構造的限界とその解決法

・それぞれの構造形式による建築・都市のつくられ方の特徴

について両者を比較して論じよ。

2.以下の日本建築の特色（トピック）についてそれぞれ一つ選び論じよ。どのトピックを選んだか分
かるように，文章の官頭に記しておくこと。

・野小屋の役割と建築表現への影響

－寝殿造りと書院造りの関連性

－擬洋風建築の独自性

• 20世紀モダニズム建築における日本的なるものの特質

3. 以下は平成の日本を象徴する現代建築群である。これらのうち 2つ以上で，比較平成建築論を書け。
テーマ，論調は自由とする。官頭に作品名を記すこと。

・神長官守矢史料館（博物館藤森照信ほか 1991年）

・関西国際空港旅客ターミナルピル（空港 レンゾ・ピアノほか 1994年竣工）

・ドラキュラの家 （個人住宅 石山修武 1995年）

・京都駅ピル（駅舎 アトリエ・ ファイ 1997年竣工）

・せんだいメディアテーク （文化センター 伊東豊雄 2000年竣工）
・六本木ヒルズ（商業ピル KPI, JPIほか 2003年竣工）

・金沢 21世紀美術館（美術館 SANM 2004年竣工）

・森山邸（賃貸住宅 西沢立衛建築設計事務所 2004年）

・みんなの家プロジェクト（復興住宅 帰心の会：伊東豊雄， 山本理顕，内藤慶，隈研吾，妹島和世
201 1～） 

・東京駅丸の内保存・復元事業（駅舎 JR東日本建築設計事務所 2012年竣工）

・豊島美術館（美術館西沢立衛建築設計事務所 2010年竣工）

－新国立競技場案（競技場計画案 ザハ・ハディドほか 2015年）



No.白／回
2 0 1 9年 9月・ 2020年4月入学誌験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建築学専攻

科目名： 建築計画学

問題番号｜ 2 I 
2020 年に;;t~y ク・パラリンピック競技大会が東京で開催される。 2025 年の国際博覧会は大阪で
の開催が決定した。それをうけて訪日外層人観光客は増加しており，都内で宿泊施設の建設が進んで
いる。平成30年6月 15日に施行された「住宅宿泊事業法」（通称民泊＝Vacation Rental)により，日本

の宿泊施設のあり方が大きく変化している。その中でも顕著なのは，これまでのホテルとは異なる体

験型宿泊施設（Experience-basedaccommodation）の存在である。上記のイベント後も訪日外国人観光客

のリピーター率を向上するために，体験型宿泊施設のあり方を考えることは建築計画学において重要

な課題である。

以上の背景をうけて，次の敷地に東京の日常をテーマとした体験型宿泊施設を計画しなさい。（Designan 
experience-based accommodation of Tokyo urban life style）計画地は商店街（shoppings国 et）沿いの一角にあ

る（下図）。都内主要駅から続くこの商店街は歴史があり，人通りが絶えない活気のある通りである。敷

地の南側には公閣があり，商店街の裏に広がる住宅地に住む人々の憩いの場となっている。この立地条

件を活かし，本計画は宿泊客と地元の人々が交流する場とし，その体験を宿泊客に楽しんでもらうこと

を狙いとしている。（Thissite has a potential to become a community spaceおrlocal people and for the tourists 
so that由etourist can experiment a Japanese normal life style.）敷地は 10m×10mで，建ぺい率（Building
Coverage )100出，容積率(Floorarea ratio )500見で、ある。その他の斜線制限， 日影規制などはかからず敷地は

平坦なものとする。図示された以外の敷地条件，宿泊室数や各部屋の人数構成，共用空間のあり方，な

どは自由に想定し計画すること。

以下の要求図面（Requestdrawings）を解答用紙にレイアウトしなさい。

解答する図面の縮尺は自由だが，各図面に縮尺およびオリエンテーションを明記すること。

．計画概要（400文字程度）文中に想定している宿泊者数は明記すること。

・宿泊施設のコンセプトを表現するダイヤグラム
・商店街および公園との関係がわかる一階配置平面図，他適宜必要と思われる階数の平面図

．断面図

・空間的のイメージがわかるスケッチ
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No.日／囚
2 0 1 9年 9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建築学専攻

科目名： 都市計画学

日
【設問 l】

以下の 3つの河川｜からの都市再生事業のうち lつを選び，その事業内容とその意義を 400文字以内で説
明せよ。

【Question1】

Select one case study of urban regeneration through river corridor revitalizing from the 

following three choices and describe the project overview and its value in the urban context 
(max 300 words). 

・アメリカ合衆国ボストンの公園システム「エメラノレド・ネックレスJ
－静岡県三島市の 「源兵衛JIIJ
－韓国ソウル市 「清渓J11 （チョンゲチョン）J 

• Emerald Necklace, Boston, MA, United States 

• Genpei River, Mishima City, Shizuoka, Japan 

・ Cheonggyecheon, Seoul, Republic of Korea 

【設問2】

以下の 5つの用語のうち，3つを選びその語句の説明と現代都市計画との関連・位置づ、けについて各 200

字程度，合計600字以内で論述せよ。
【Question2】

Select three topics from following five choices and provide a brief explanation to each topic 

and discuss its importance in urban planning context (150words each/ max 450 words total). 

・コンパクトシティ

．都市のレジリエンス

．近隣住区論（1924)

・大ロンドン計画とニュータウン

．オリンピックレガシー計画

• Compact City 
• Urban Resilience 
• The Neighborhood Unit (1924) 
• The Greater London Plan and New Town 
• Olympic Legacy Planning 

【設問3)

地球温暖化対策として都市計画が貢献できる施策を 3つ挙げ，それぞ、れについて解説を加えよ（各 200

字程度，合計600字以内）。

【Question3】

Describe three climate action measures that city planning can contribute and provide an 

explanation for each. (150words each/ max 450 words total) 



問題番号0

2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学説験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建築学専攻

科目名： 塁蓋主主

No.日／囚

1. 事務室の照明設計において，室平面の縦横比と天井高さが，必要灯器数にどう影響するか，説明しな

さい。但し，室面積，内装および机上面高さは変わらず，窓等からの外光の影響も無視すること。 In

the lighting design of an office room, explain how the aspect ratio of the room plan and 

the ceiling height affect the number of lamps needed. Note that the room area, the interior 

finish and the desk top height are all the same. Also, ignore the influence of external 

light from windows etc. 

2. 160幽厚のコンクリートを使った外壁の断熱性能について以下の問いに答えなさい。なお，計算にあ

たっては，以下の値を用いること。 Answerthe following questions on the thermal insulation 

of external wall with 160 mm thick concrete. The following values should be used for the 

calculation. [Thermal conductivity: concrete 1. 60 W/mK, thermal insulation 0. 040 W/mK 

Outdoor heat transfer coefficient 25 W/m2K, Indoor heat transfer coefficient 9 W/m2K] 

(1）厚さ 50阻の断熱材を外張りした時の熱貫流率を求めなさい。 Calculate the heat transmission 

coefficient(U-value) when coating a 50 mm thick insulation material. 

(2）室内外の気温差が 30℃の時，室温と壁内表面温度の差を 3℃以内にするための断熱材の厚さの条件
を求めなさい。 Whenthe temperature difference between indoor and outdoor is 30K, how thick 

should the thermal insulation layer to make the difference between the room temperature 

and the internal surface temperature of the wall within 3K. 

3. 居室避難の開始から完了までの時間の要素は，①出口までの歩行時間，②出口通過時間の二つである。

避難完了時聞が，その合計ではなく 3①②のうち，長い方とした方が合理的である理由を説明しなさ

し、。 Thereare two elements of the time from the start of room evacuation to the completion, 

① walking time to exit and ②Time to pass through exit. Explain why the total evacuation 

time is not the sum, but the longer of ① and ② is more reasonable. 

4. 写真に内観を示す4階建ての研究施設で，アトリウムの高さは居室階部分より l階分上回る。アトリ

ウムを各階居室の自然換気に利用するため，各階居室外壁恨ljに給気口を，またアトリウムの居室階よ

りも上部に排気口を設置する。次の間いに答えなさい。 Thephoto shows the interior view of a 

four stories high research facility with the atrium one floor taller than the office 

floors. In order to use the atrium for natural ventilation of each floor, air inlets are 

installed on the external wall of the offices on each floor, and an exhaust port is 

installed in the atrium at the portion higher than the office floors. Answer the questions. 

(1）アトリウム内の気温が外気温より高くなるようにする建築

物の仕組みを写真に基づいて 2通り指摘して，その各々のメ

カニズムを説明しなさい。 Point out two building 

features which make the temperature of the atrium 

higher than the outdoor temperature on the basis of 

the photo, and explain the mechanism of each. 

(2）全ての居室階で外気が居室を通ってアトリウムに流入する

ようにするには，排気口と給気口の大きさをどんな関係に

なるようにする必要があるか，説明しなさい。 Inorder for 

the external air to flow into the atrium through the 

offices on all the floors what is the relationship Photo:Atrium of a research facility 

between the size of the exhaust and the air supply (left: offices, right: concrete block 

required to be designed? wall against experimental area) 



問題番号0

2 0-1 9年 9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建築学専攻

科 目 名 ： 建築構造学

No.白／ 巴

1.梁に関する以下の問いに答えなさい。ただし，部材のヤング率をE，断面2次モーメントは共通で I

とする。題意に沿った解答であることが分かるような計算の過程も示しなさい。符号は鉛直下向き
および水平右向きを正とする。

( 1 ）図 lに示す跳ね出し梁について，曲げモーメント図を示し， B点における曲げモーメントを求め

なさい。（Drawthe diagram of bending moment and calculate the bending moment at the point 
of B) 

(2）同図 lに示す跳ね出し梁について， C点の鉛直変位を求めなさい。

(Calculate the vertical displacement at the point of C) 

( 3）図 2に示す片持ち梁について，先端B点に圧縮力Pが作用している。座屈が生じたときのB点の

変形がAのとき， A点の固定端モーメントを求めなさい。（Calculatethe fix-end moment at the 

point A with the vertical displacement /1 at the point B working the force P) 

(4）同図 2に示す片持ち梁について，先端B点に圧縮力Pが作用する際の座屈長さは 2Lである。そ

の理由を数式で示しなさい。（Describethe reason for the buckling length 2L of the beam 
in figure 2) 

A5. 
B雪1州 1w%111山 C

2L L 

図 1

現A B p 
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L 

図2

2.骨組に関する以下の問いに答えなさい。ただし，部材のヤング率を E，断面2次モーメントは共通で

Iとする。各部材は曲げ変形のみを考慮し，軸変形およびせん断変形は無視する。また，接合部パ

ネルのせん断変形も無視する。題意に沿った解答であることが分かるような計算の過程も示しなさ
い。符号は鉛直上向きおよび水平右向きを正とする。

( 1）図 3に示す四角形剛接フレームについて，曲げモーメン ト図を措き，各部材の端部曲げモーメ ン

トとせん断力を記入しなさい。（Drawthe diagram of bending moment and calculate the 

bending moment and the shear force at the end of each member) 

( 2）同図 3において，仮想仕事法により B点の水平変位を求めなさい。（Calculatethe horizontal 

displacement at the point B by the virtual work method) 

( 3）図 4に示す四角形剛接フレームについて， B点およびC点にそれぞれ質量Mを有する場合，水平

方向自由振動の固有周期（sec）を求めなさい。なお，各部材の質量は無視するものとし，（2) 

の結果を利用しでもよい。（Calculatethe lateral natural period with mass Mat the points 
B and C) 
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2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建築学専攻

科目名： 建築生産学

問題番号0
[ 1 ］右図はプレキャストコンクリート・カーテンウオールの一部である。

The figures show a part of a PCa curtain wall. 

1）このような納まりは何と呼ばれるか。
Answer the name of this detail. 

2）右図のA,BおよびCのはたらきを簡潔に述べなさい。
Explain the functions of A, B, C in the upper figure. 

(A: slanting groove, B: air seal, C: baffle) 

No.日／ 回

Bエアシール

[ 2】下記の 3つの設聞から 2つを選択して答えなさい。選択した設問の番号を文頭に記入すること。
Choose two of the three questions below and answer them. Write the number of the selected 

question at the top of each answer. 

1）集成材の製造方法と特徴を説明しなさい。
Explain the manufacturing method and features of Glued laminated timber. 

2）コンクリートに埋め込まれた鉄筋が，竣工後，何年かすると錆びる理由を説明しなさい。
Explain why the reinforcing bars embedded in the concrete will rust in the years after 

they have been constructed. 

3）断熱複層ガラスの製造方法とその特徴を述べなさい。
Explain the manufacturing method and its characteristics of insulated double glazing. 

[ 3 ］以下の質問に回答してください。
Answer following questions. 

1）設計・施工一括発注方式の利点と欠点、について論じなさい。
What are the advantages and disadvantages of Design-Build project delivery method? 

2）工程管理におけるタクト手法とはどのような手法か説明しなさい。

What is ’＇＇Takt Time Planning"? 



問題番号~

2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建築学専攻

科目名： 盆一主

No.ヨ ／日

( 1) / （のの Laplace変換を F(s)= J000 f(t)exp(-st)dtと表す。 f(t) = exp(-pt)sintのLaplace変

換を求めなさい。ただし， ρは正の実定数とする。

( 2）実数関数 f(y)= 1/yを y=1回りに Taylor展開しなさい。ただし，はじめの 5項までを示
せばよい。

( 3）複素平面 （z一平面）上において，中心がz=2，半径が 2の円を表す式を書きなさい。複素数は

Z = X + iyあるいは z＝γexp(iθ）と表される。



問題番号0

2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建築学専攻

科目名： 蓋註製図

No.囚／日

各自が制作した建築設計製図作品 2点の，オリジナル作品（作品A・ B）を提出しなさい（提出作品

は面接時に返却）。

なお，作品A ・Bのそれぞれについて3 以下の項目を解答用紙に簡潔に記入しなさい。

1. 課題名（例：学部3年設計製図課題「美術館」，自主作品の場合はその旨を明記）

2. 個人制作，共同制作の別

3. 作品名（あなた自身がつけた作品名，ない場合は無題と表記）

4. 設計概要（200字程度）




